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国際ロータリー 第２５００地区 第４分区

遠軽ロータリークラブ

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4 ,RID2500

第３０４４回 例 会 記 録

日時：2022年１０月６日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：石井 朋子 ＳＡ Ａ

★開 会 点 鐘： 高井 一 博 会長
★国
歌：君が代
★Ｒ ソ ン グ ： 奉 仕の 理想
★四つのテスト：前島 英樹 君

会長報告

高井

＜経済と地域社会の発展月間(米山月間)＞

2022~2023
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一博 会長③

10月はロータリーに於きましては、「経済と
地域社会の発展月間」です。貧困地域の経済発展
を目的とした、起業家、地域社会のリーダー、地
元団体を含む地域ネットワークの向上、雇用創
出、支援が行き届いていない地域社会での貧困の
削減、経済と地域社会の発展に関連した仕事に従
事することを目指す専門職業人のための奨学金支
援を強調する月間です。
また、日本独自の米山月間でもあり、米山奨学
事業の意義を深く認識すると共に実際に奨学生の
声をクラブ会員と共有を推奨されている月です。
10月24日は世界ポリオデーです。
RIジェニファー・ジョーンズ会長は過日、毎年
開催される音楽の祭典「グローバルシチズン・フ
ェスティバル」（国際支援団体のチャリティーフ
ェスティバル）でポリオ根絶に向けロータリーの
取り組みを紹介すると共に、更に1億５千万米ド
ル投入を発表しました。
ポリオはワクチンで予防できること、そして野
生型ポリオウイルスによる感染はアフガニスタン
とパキスタンの2カ国のみで起きていることを強
調し、コロナ禍によって一部の国でポリオの予防
接種が中断された影響について話しました。
2021年には、約2,500万人の子どもたちが、欠
かすことのできない予防接種を受けられなかった
ことを指摘。ロータリー会員は、30年以上にわ
たり、ポリオ根絶のための世界的活動の中心的存
在となってきました。当時、125カ国以上で1年
間に推定35万件のポリオ感染があった中、ロー
タリ ーは198 5年にポリオプラスを立ち上げ、
1988年にはGPEI(世界ポリオ根絶推進活動）の設
立を支援しました。それ以来、ポリオの発症数は
本日のプログラム
99.9％以上減少し、2,000万人以上が身体麻痺か
ら救われたとされています。ロータリーは、約
3 0 億人 の 子ど も たち に ポリ オ の予 防 接種 を 行
い、世界のポリオ根絶活動に26億米ドル以上を
寄付し、支援国からの100億米ドル以上の資金確
保に貢献してきました。
東京三鷹RC所属の国際ロータリー2750地区ガ
バナーエレクト、宮崎陽市郎さんは、10月1日北
海道宗谷岬をスタートし、主に日本海側を走り続
けて10月24日の世界ポリオデーに鹿児島県佐多
岬ゴールを目指してポリオ根絶活動の広報活動
と、総額2,750万円の募金を目的とし 自転車で日
本縦断を決行しました。ご協力いただけた浄財

は、全て個人、クラブ、地区の寄付実績として取
り扱い、公益財団法人ロータリー日本財団を通じ
て、ポリオウィルス常在国と感染リスクの高い国
におけるポリオ予防接種活動に使うという事です。
明後日より地区大会が旭川に於いて開催されま
す。本会議は9日㈰となっており自家用車にて来
られる会員もいらっしゃいます。くれぐれも道中
気を付けてお越しください。

幹事報告

乾

淳

幹事

1．理事会報告 (1) 10月例会プログラム
6日 職業奉仕委員会による担当例会
13日 夜間例会(遠軽青年会議所との交流会)
20日 クラブフォーラム(地区大会報告）
27日 ゲスト卓話 日永 教優(ﾋﾅｶﾞ ﾉﾘﾏｻ）様
（遠軽町地域おこし協力隊 )
(2) 旅費規程について：旅費規程 １.交通費
(2) 自家用車両を利用する場合の燃料代
(管内3,000円、管外5,000)を(管内5,000円、
管外10,000円)へ10月1日より改定。
2．地区大会の宿泊料：当初1泊6,500円が道民割
延長に伴い1泊4,500円＋2,000円のクーポン券。
３．遠軽JCより認承65周年記念式典の礼状。

④

４．本日、例会終了後、理事会を開催します。
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2022～2023年度

本日のプログラム
職業奉仕賞･職場訪問例会について
職業奉仕委員会

遠藤

利秀 副委員長

職業奉仕委員会では例年と同様に「職場訪問
例会の実施」、そして「地域社会への奉仕活動
者 に 対す る 表彰 」 を事 業 計画 に 掲げ て おり ま
す。ただ、これまでの職業奉仕委員会でも苦労
されているように、職場訪問先、地域社会への

委員会報告

◇成田 弘明

親睦活動副委員長

国際奉仕委員長

本年度も恒例のお一人100ドルの寄付を皆様方
にお願いしたいと思います。円安でございます

出席報告
須藤順一
出席委員長

例会日

奉仕活動に対する表彰の対象者がなかなか見つ
からない状況です。そこで、今日は会員の皆様
のお知恵を拝借したいと思います。
過去の職場訪問先（下表）、表彰者の一覧表
を用意していますので、皆さんでグループにな
って相談をしていただき、配布の用紙にそれぞ
れご記入いただいて提出してください。
それを参考にさせて頂いて職業奉仕委員会で
決定したいと思います。宜しくお願いします。

が、早めの納入をお願い致します。
また、本日例会終了後、委員会を開催します。

・10月の結婚記念日、おめでとうございます。
遠藤利秀君④ 大西孝拡君⑤ 本間克明君①
加藤幸徳君
金谷正一君②
・10月の誕生日、おめでとうございます。
長嶋宏明君⑧ 西尾博行君
奥山雅行君⑦
吉川 紘君⑨
・10月に祥月命日を迎える会員。
山田荘一君⑥

◇成田 弘明
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ニコニコＢＯＸ 成田 弘明 親睦活動副委員長

遠藤利秀君
大西孝拡君
本間克明君
金谷正一君
長嶋宏明君
奥山雅行君
吉川 紘君
山田荘一君
佐藤和徳君

2022-23年度

5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
2,000円
合計227,000円

☆閉会点鐘：高井一博会長☆今号会報担当：上田 稔委員

会員 出席計算 出席者数 メイク 出席率 無断欠席
数 会 員 数
アップ

9月29日 41
39
10月 6日 41
39
2022-2023年度 国際ロータリー
会長：ジェニファー Ｅ.ジョーンズ ( カ ナ ダ )
第2500地区ガバナー：久木 佐知子(旭川西RC)
第4分区ガバナー補佐：久 保 元( 雄 武 R C )

結婚記念日
結婚記念日
結婚記念日
結婚記念日
誕生日
誕生日
誕生日
祥月命日
無断欠席
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遠軽ロータリークラブ www.engaru-rc.com
会長：高井一博 副会長：藤田礼三
会長エレクト：髙橋義詔 幹事：乾
淳
会計：島田光隆
ＳＡＡ：石井朋子
直前会長：本間克明 事務局員：岡本奈津美

◇1959年9月12日創立 1959年11月7日認証
【事務局】〒099-0415 北海道紋別郡遠軽町岩見通南1丁目 遠軽商工会議所内
Tel 0158-42-5201 Fax 42-5134 E-mail：info@engaru-rc.com
【例会場/日】北海道紋別郡遠軽町大通北１丁目 ホテルサンシャイン Tel 015842-1151 毎週木曜日12:30～13:30 ＊第3木曜日は夜間例会 18:00～(19:00)

